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Cisco 5 のメンバー紹介はこちら
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シスコの主要な技術やサービスがかわいいキャラクターになりました。「Cisco 5 （シス

コファイブ）」は、シスコのテクノロジーで世界をデジタル化するために活躍する、5 人
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働き方をもっと柔軟にしませんか？

シスコ ユニファイド コミュニケーション関連情報

最新の情報はこちらをご覧ください。

www.cisco.com/jp/go/uc



PBX をやめたくなる
10 の理由

Before

無駄な運用コスト
が発生している

1 人事異動やオフィスのレイアウト変更のたびに、内

線/外線番号の設定変更や配線の引き直しにお金
を無駄にしていませんか？　これからも不要なお

金を払い続けますか？　ぜひ年間のコストを計算

してみてください。

知らない間に
時間を奪われている

3
お客様からの大事な電話なのはわかっていても、

他の人への取次など自分の仕事に関係ない作業

に時間と集中力を奪われたことはありませんか？

そんな環境で生産性を上げられますか？

意思決定が遅いのに
気付いていない

4
社内外を問わず電話した相手が不在なら折返し待ちするも、

なかなか電話が来ないことや、伝言を残しても正確に内容が

伝わっていなかったことはありませんか？　目的達成に向け

て動くまでに時間を無駄にしているのに気付いていますか？

場所にとらわれた
働き方しかできない

5
固定電話に引きずられて、自席にいないと仕事

ができない環境にいませんか？　フリー アドレス
や在宅勤務など、働き方改革と相容れない働き

方で良いですか？

拠点ごとに PBX を購入し、何かあった際に状況把握に苦労し
たことはありませんか？　特に地方拠点は片手間で購入や管

理をやらされている人がいませんか？　片手間なので「喋れ

ればいい」と、何も考えずにコストだけで選定していませんか？

拠点の管理が
行き届かない

2

電話しか
つながらない

6 相手が社内外を問わずにメールやチャットでコミュニ 
ケーションできる時代。役員から「コミュニケーション活

性化」や「同じコストをかけるなら今以上のモノを導入

するように」と言われているのに、何も変わらない電話

だけの PBX を入れますか? 

壊れないことは
メリットではない

8 壊れないのは良いこと。でも長年使い続けるのが良

いことですか？　技術は進歩してるのに製品や環境

を変えないのは、時代に取り残されてるということ

だと気付いていますか？　もしかして、新しい機能

が追加されるたびに買い換えますか？

電話は重要なのに
BCP対策はしない？

9 電話はつながって当たり前、無くてはならない存在なの

に、冗長化や BCP 対策をおろそかにしていませんか？
対策できないことを理由に PBX を使い続けていいんで
すか？　きちんと対策できるシステムで安心して使いま

せんか？

プライベートの電話
のほうが使いやすい

10 社員はより便利な方法に流れていきます。会社よりもプライ

ベートの IT 環境の方が進んでいたら、隠れて便利なものを使
いますよね？　シャドウ IT を防ぐため、そして優秀な人材を確
保し続けるためにも、優れたコミュニケーション環境を準備し

ませんか？

携帯電話を貸与して、外出先でも自分宛の電話が取れる！

と喜ぶのもつかの間、画面に表示される発信者番号は会社

の番号…。　これでは誰から掛かってきたのかわからない

し、折り返しもできない。 せっかくの携帯電話活用を台無し
にしていませんか？

携帯電話との
微妙な関係

7

「電話」はこれまでも、これからも重要なコミュニケーション ツールであることは変わ
らないね。でも、「電話だけのシステム」だけだと、働き方の改革や変化について
いけないよ。今こそ、これからの働き方にあったシステムに見直す絶好の機会だよ。

2
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単なる IP 電話じゃない。
ビジネスにより高い効果をもたらす
シスコ ユニファイド コミュニケーション

After

コミュニ
ケーション
ツールとの
連携

ボイス ゲートウェイ
（ルータ）

Cisco Webex

Cisco Uni�ed 
Communications 

Manager
（Uni�ed CM）

ビデオ会議システム

ボイス ゲートウェイ
（ルータ）

ボイス ゲートウェイ
（ルータ）

柔軟な
機能拡張

固定電話と
モバイルの
親和性

プライベート
ネットワーク

（LAN、WAN）

ビジネス チャット
Web 会議

一元管理

運用
コスト
削減

BCP
対策

選べる
デバイス

バラバラで煩雑な各拠点の運用管理を一元化し、スリムなオペレーションへ！　
小規模オフィスや一時店舗など拠点展開のスピードもアップ！

一元管理
基礎となるコミュニケーション インフラを構築した後で、ビジネス チャットやビデオ会議も簡単に
追加可能！　
柔軟な拡張性を活かして、役立つツールを必要なタイミングでスピーディに展開できます。

柔軟な機能拡張

電話だけでなく、ビジネス チャットやビデオ会議 /Web 会議など複数のコミュニケーション機能を
統合管理することが可能！
単なる電話設備の更改で終わらずに、革新的で楽しい利用体験を得られる最新のコミュニケーショ
ン環境へ進化するのをサポートします。

コミュニケーション ツールとの連携

0AB～J 番号※1 宛の着信を、固定電話と携帯電話で同時に鳴動させることができます。通信キャリ
アが提供する FMC サービス※2と組み合わせることで、携帯電話を固定電話代わりに利用可能！
PBX のダウン サイジング（導入コスト）や通話コストの削減を実現して、新たなコミュニケーショ
ン ツールへの投資を促進できます。
※1 通信キャリアの一般加入電話で割り当てられる電話番号の形式
※2 Fixed Mobile Convergence の略。固定電話と携帯電話を組み合わせた通信サービス

固定電話とモバイルの親和性

サーバ冗長、サイト冗長、宅内ルータに発着信機能を具備など、機器とソフトウェア面の対策から、
キャリア回線障害時のインターネット利用といった通信経路の対策まで、あらゆる事態に備えた
対策が可能です。

BCP 対策

固定電話、ビデオ会議端末、携帯電話など職種によって好きなデバイスが利用できます。
電話番号を変えずに 1 人で複数のデバイスを使うことも OK！　場所を問わずに、オフィスと同じ
ように働ける環境を実現します。

選べるデバイス

電話配線を IP 化することで、異動やレイアウト変更時の再配線や設定変更コストを大幅に削減す
ることができます。
内線番号の変更など、設定作業を自分たちで行うことも可能です。

運用コスト削減

シスコ ユニファイド コミュニケーションは、単なる IP 電話ソリューションではなく、
ビジネス コミュニケーションを大きく進化させるよ。その使いやすさと先進性で、
多くの企業の働き方やコミュニケーションを変えてるよ。
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呼制御サーバ

Cisco Jabber

Cisco Uni�ed IP Phone シリーズ
8800 シリーズ 7800 シリーズ

Cisco Business Edition
Cisco Business Edition は、仮想化基盤を用いて、1 台のサーバにビデオ、プレゼンス、メッセージング、コンタクト センターなど
複数のコラボレーション アプリケーションを導入、管理できます。システムのインストール、サポート、および継続的な管理を簡素化
できるため、費用対効果が高い運用管理によって TCO を削減できるソリューションです。

人間工学に基づく使いやすいデザインで、高品質の音声コミュニ
ケーションを実現する IP フォンです。

優れたユーザ エクスペリエンスを実現するすっきりしたデザインで、
コストを抑えながらビジネスに十分な機能を提供する IP フォンです。

ワイヤレス IP フォン カンファレンス フォン

ワイヤレスでの音声通信によって、
職場環境のモビリティを強化します。

360 度の範囲をカバーする高品質オーディオで、さまざまな会議室
に対応できる音声会議システムです。

VPN-Lessリモート アクセス

ユーザ管理/認証

コール コントロール +
デスク フォンのビデオとして

ビジネス品質の HD ビデオ

デスクトップ共有

Web 会議（WebExの開始）

ビジュアル ボイスメール

コンタクト サーチ

インスタント メッセージング
パーソナル/グループ チャット

リッチ プレゼンス
● Windows　● Mac　● iPhone/iPad　● Android

ビデオ
会議用

Cisco Business Edition（Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ）
Cisco UC Virtualization Hypervisor

コンタクト
センター 管理/監視社外接続会議予約

ビデオ
多地点接続呼制御

Uni�ed
Communications

Manager

ボイス
メール

Unity
Connection

受付台

Uni�ed
Attendant
Console

一斉同報

Paging
Server

Uni�ed
Contact Center

Express

Cisco
Meeting
Server

TelePresence
Management

Suite

Expressway Prime
Collaboration

お客様からの
よくある質問と回答

FAQ
多様なニーズに対応する
豊富な製品ラインナップ

Products

代表着信、ダイヤルイン着信はもちろん、保留転送やピックアップなど、これまでの PBX で提供する機能は
網羅していますので、これまでと同じように使えます。加えて、プラス α の機能を備えているので、より快
適に利用できるようになります。

日本の電話文化にあった使い方はできますか？Q

A

特長的な機能の 1 つである「モバイル エクステンション機能」を使い、携帯電話の子機化などが可能にな
ります。これを活用することで、フリーアドレスや出張時、在宅勤務時においても自分の電話番号による発
着信を行えます。

フリーアドレス導入を検討していますが、
良い使い方はありますか？

Q

A

携帯電話を固定電話の子機として利用することが可能です。固定電話機との同時鳴動や、サードパーティ ソ
リューションを組み合わせることで、固定電話宛のコールを携帯電話でピックアップするといった運用もでき
ます。

携帯電話との有効な連携方法はありますか？Q

A

宅内ルータにサバイバル機能を備えることができるため、サーバ ダウン時のほか、ネットワーク障害時のサー
バへの疎通不可時においても通信を確保することができます。

サーバやネットワークがダウンした場合
電話は使えなくなってしまいますか？

Q

A

呼制御サーバをお客様宅内へ設置するだけでなく、データセンターへのホスティング、クラウド環境でも提
供しています。また、これらを併用するハイブリッド構成も可能なので、お客様に最適な構成でご利用いた
だけます。

オンプレミス以外にもクラウドでの提供などはありますか？Q

A

単純に PBX 機器費用と比較すると高く見えてしまう場合もありますが、機能拡張性やビデオ会議/Web 会議
などの連携、レイアウト変更/設定変更などの運用コスト、得られるメリットを考慮すると、総合的にはコスト 
メリットやよりよいパフォーマンスが得られます。

正直、シスコ製品って価格が高いですよね？Q

A

たくさんある製品のごく一部だけど、
ここで紹介するね。

Jabber

インスタント
メッセージ
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メリットやよりよいパフォーマンスが得られます。
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シスコだから実現できる
先進のコミュニケーション インフラ

シスコ ユニファイド コミュニケーション
導入ガイド

シスコの IP フォンの魅力を
コラビ－が徹底解説！
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● より高い効果をもたらす
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シスコ公式キャラクター「Cisco 5」

Cisco 5 のメンバー紹介はこちら
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/cisco5.html

シスコの主要な技術やサービスがかわいいキャラクターになりました。「Cisco 5 （シス

コファイブ）」は、シスコのテクノロジーで世界をデジタル化するために活躍する、5 人

のヒーローです。Enterprise Networks のリンカー、Collaboration のコラビー、

Services のソルバー、Security のマモルン、そして Data Center のデータンが、

デジタル化ヒーローとしてシスコの技術をわかりやすくご紹介していきます。

もうレガシーの PBX はやめませんか？
シスコ ユニファイド コミュニケーションで
働き方をもっと柔軟にしませんか？

シスコ ユニファイド コミュニケーション関連情報

最新の情報はこちらをご覧ください。

www.cisco.com/jp/go/uc
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